
福井県敦賀市で指導者
研修実施

福井県水難救済会

「落水者の救助」を講義と
実技演習で学ぶ

（特）長崎県水難救済会

「海フェスタおが」の一環として
平成２５年度海難救助訓練
大会を実施

（特）秋田県水難救済会

　平成25年６月９日、長崎市の長崎
サンセットマリーナにおいて、県下の
各救難所から救助員が集まり、長崎
海上保安部職員及び県水救会会長

が講師になり、計約５０名で「最近の
沿岸海域の海難発生と救助状況」、
「落水者救助のための基礎知識と小
型ボートの曳航時の留意点」及び
「応急手当法」に関する座学並びに
「小型ボートによる落水者の救助」及
び「自力航行不能となった小型ボー
トの曳航」の実技訓練を行った。

　平成２５年７月５日、敦賀市漁業
協同組合において「平成２５年度福
井県地区指導者研修」が行われた。

　研修には、県下の各救難所から
１２名の救助員、県水難救済会会
長、講師の敦賀海上保安部職員３
名等計１９名が参加した。最初に敦
賀海上保安部職員から、過去３ヶ年
の県下での船舶海難や海水浴場で
の人身事故の発生状況等の説明が
あり、その中で福井県水難救済会

の救助員が出動した事案について
は、個々に説明が行われた。その
後、応急手当及び心肺蘇生法につ
いて、講師により講義と実演が行わ
れた後、訓練用の人形に各救助員
が正対して胸骨圧迫・ＡＥＤの取扱
方法の実技が行われた。

福井県水難救済会　指導者研修でのＡＥＤ操作研修

落水者の船内揚収（タラップの有無）

心肺蘇生法の演習

講義の様子

各種救難技術の競技式訓練

　平成２５年７月20日、男鹿市船
川港において、「平成25年度海難
救助訓練大会」が「海フェスタおが」
の一環として、秋田県知事代理危
機管理監及び秋田海上保安部長等
多数の来賓をお招きして開催され
ました。訓練は、秋田海上保安部に
よる救命索発射器操法の展示後、
各救難所毎に４種目の救難技術
（救命索発射・もやい綱投てき・ゴ
ムボート・心肺蘇生法）の競技式訓
練を、その後、秋田海上保安部等関
係機関との合同で火災船消火と浸
水船からの人命救助の訓練が行わ
れた。

海難救助訓練ほか
平成２５年度は、現在までに全国４２の地方水難救済会において延べ１７８の救難所、支所から２，７７５
名（総員８，６２７名）の救難所員が参加して実地訓練が行われました。

マリンレスキューレポート　救難所ＮＥＷＳ
Part 1

船舶海難事例の説明 心肺蘇生法の演習
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◎青森市

青森県

●

佐井救難所

●

白糠救難所

探照灯の点灯試験

トランシーバーの通話試験

津波警報発令の伝達訓練

医薬品等の緊急物資及び医師・看護師の搬送訓練
漂流者の救助訓練

消火兼排水用ポンプの操法訓練 救命索発射器の射前点検

海難救助の拠点となる、新たな救難所が新設されています。
今回は、平成２５年７月以降に設置された６か所の救難所をご紹介します。
なお、紹介文は、それぞれの水難救済会の救難所からご提供いただきました。

新設救難所の紹介

　青森県は、本州の一番北に位置し、日本海・津軽海
峡・太平洋と三方が海に囲まれ年間を通じて四季折々
に豊富で品質の高い水産物が水揚げされます。その海
岸線を１８ヶ所の救難所が海難事故発生の際、救難活
動に当たっております。
　今回新設された２ヶ所の救難所は県内１９・２０番目
の救難所として、平成２５年１０月１２日開催の「平成２５
年度 海難防止技術競技会 下北大会」において開所式
を行いました。
　開所式では新設救難所を代表して白糠救難所 西山
所長の意見表明で「地域の安全操業の啓発はもちろ
ん、海難事故発生の際に迅速な救難活動が行われるよ
う、日々の訓練はもとより、救難器具の整備にも努め、
『海のボランティア精神』のもと、自らの危険を顧みず
人命救助に尽くします。」と決意表明をしました。
　本会も関係機関と連携し、海難事故防止・安全操業
の啓発、救命胴衣常時着用を強力に推進します。

佐井救難所の皆さん

佐井救難所
さ     い

平成２５年８月１９日設立　所長以下２３９名
所在地　青森県下北郡佐井村大字佐井糠森144番地1
　　　　　　　　　　　　　　　佐井村漁業協同組合内

白糠救難所の皆さん

白糠救難所
しら   ぬか

平成２５年９月1０日設立　所長以下７８名
所在地　青森県下北郡東通村大字白糠字向流１０９番地
　　　　　　　　　　　　　　白糠漁業協同組合内

■青森県漁船海難防止・水難救済会　平成２５年９月２１日、佐渡南部
救難所赤泊支所の救助員が佐渡
海上保安署職員を講師に招いて、
各種救難器具の点検、救命索発射

機及び消火兼排水用ポンプの操
法訓練が行われた。点検において
は、トランシーバーのバッテリー切
れ、操法訓練時のポンプのパッキ
ンの交換等を講師（佐渡海上保安
署職員）から指摘され、また、操法
訓練でも指導を受けて「日頃から
の整備及び訓練の大切さ」を痛感
していた。

　平成２５年10月18日、和歌山県
南漁協すさみ支所において、紀南
西部救難所救助員に対して、田辺
海上保安部職員を講師に招き、津
波警報時の初動対応、漂流者救助
搬送訓練、医師・看護師・緊急物資
搬送訓練が行われた。紀南西部救
難所として初めて防災訓練の想定
により海上保安部と連携して各種
訓練が行われた。

救難器具の点検及び
操法訓練を実施

新潟県水難救済会
佐渡南部救難所 赤泊支所

津波警報発令時等の
初動対応訓練等を実施

和歌山県水難救済会
紀南西部救難所
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左4人目から右に琴陵会長、服部所長、鈴木高松海上保安部長

救難所員がライフジャケットを着用し開所式を実施

竹田救難所長（左側）及び不嶋会長（右側）

開所式で御挨拶される琴陵香川県水難救済会会長

●

門前救難所

●

引田救難所

金沢◎

高松市◎
東かがわ市◎

香川県
徳島市◎

小豆島

◎富山
石川県

芦屋◎
神戸◎

◎大阪

大阪湾

兵庫県

淡路島

● 西宮地区第２救難所

◎松山

◎今治

愛媛県

●

菊間小松救難所

西宮地区第2救難所の皆さん

救難所が設置された㈱小松商店の皆様と長野救難所長（右端）

　特定非営利活動法人　能登水難
救済会は、平成１１年に設立され、
石川県能登地方（輪島市～七尾市）
沿岸に９救難所（救難所員３４４名、
救難船２９５隻）を設置していまし
たが、１０月２１日（月）に１０番目の
門前救難所を開所しました。
　旧門前町は、平成１８年に輪島市
と合併し、金沢海上保安部管轄から
七尾海上保安部管轄となりました。
　同地区の海岸線は、砂浜から断
崖絶壁と変化に富んでいます。そ
の断崖絶壁に小さな漁港が点在し
ているため、水難事故が発生した
場合には、海上保安部の巡視船艇
が接近できない箇所が多数あり、
また、海上保安部から車両で１時間
半以上と遠隔地であっため、海難
事故への対応が大変でした。
　開所式は、１０月２１日（月）午後１
時３０分から、輪島市門前町の能登
門前ファミリーイン・ビューサン

セットで行われ、来賓として、地元選
出の国会議員秘書、県議会議員の
ほか、公益社団法人日本水難救済
会の上岡常務理事や関係者として
第九管区海上保安本部渡邊総務部
長、七尾海上保安部長、輪島警察署
長及び地元消防署消防長など多く
の方々に出席していただきました。
　開所式では、会長である不嶋豊
和七尾市長及び副会長である梶文
秋輪島市長が挨拶を行い、来賓の
祝辞を頂いた後、不嶋会長と梶副

■（特）能登水難救済会

門前救難所
もん  ぜん

平成２５年１０月２１日設立　所長以下２６名
所在地　石川県輪島市門前町鹿磯２７の５０番地
　　　　ＪＦいしかわ門前支所

会長から竹田門前救難所長（輪島
市議会議員、石川県漁業協同組合
門前支所支所運営委員長）に水難
救済会旗と門前救難所の看板が手
渡されました。
　新たに開設された門前救難所
は、石川県漁業協同組合門前支所
を母体に発足、所長以下２６名、救
助船１８隻が七尾海上保安部と協
力し、能登半島北部西岸での水難
事故の救助活動や事故防止の啓発
活動を行います。

　平成２５年１２月３日、香川県と徳
島県の県境にある香川県東かがわ
市の引田漁業協同組合（服部郁弘
組合長）に、引田救難所が新たに設
立され、琴陵泰裕香川県水難救済
会会長、鈴木啓之高松海上保安部
長のほか各関係団体代表者出席の
もと、開所式が挙行されました。
　海難事故等緊急事案発生の場
合、現場到着時間の遅延について
危惧される状況下、香川県水難救
済会の特別顧問でもある服部郁弘
氏（前全漁連会長）から、水難救済
会の「崇高なボランティア精神に基

づいた、人命及び財産の救助」とい
う取り組みに快く賛同いただき、服
部救難所長をはじめとして壮青年
部の若手５０名を構成員とする引

■香川県水難救済会

引田救難所
ひき   た

平成２５年１2月3日設立　所長以下50名
所在地　香川県東かがわ市引田2661-44

田救難所を設立する運びとなり、
香川県東部海域における民間救助
体制が強化されました。

■愛媛県水難救済会

菊間小松救難所
きく    ま    こ     まつ

平成２５年７月８日設立　所長以下９名
所在地　愛媛県今治市菊間町浜８８番地
株式会社小松商店

　この度、兵庫県西宮市に救難所
を設置しました。活動拠点は海の神
である、えびす様が生まれた御前
浜にあり、西宮の浜のインショア全
体の安全対策を行っています。この
地区には日本で唯一のケーブル
ウェイクボードパークがあり、年３回
プロ戦を行っています。　　
　また、小型ヨットの全国大会を年
２回、ウェイクボードのJapan　
Cup、フィッシング大会や子供たち
の為のイベントなども開催してい
ます。レジャーとして、ヨット、水上
オートバイ、カヌーなどを楽しむ人
達で一年中ビーチは賑わっていま
す。その他にもデイサービス、レス
トラン、トーイングショップなどの施
設が建ち並んでいます。
　さらに、レジャーだけでなく、西宮

消防署、日本レスキュー協会などが
訓練に利用するなど、様々な人達
が利用し、年間を通して県内だけで
なく県外からもマリンレジャーを楽
しむ人々で賑わい、夏のハイシーズ
ンには月1万から２万人の人達が
利用し楽しんでいます。

■兵庫県水難救済会

西宮地区第２救難所
平成２５年７月１０日設立　所長以下２１名
所在地　兵庫県西宮市西波止場町１番２号
　　　　ウィンドワードオーシャンクラブ内

　このような中、日夜、安全を考え、
ビーチを中心として、海で遊びを提
供する中、ライフジャケットの着用
を義務付け、浜辺の監視を徹底し、
この地域の安全対策に従事してま
いります。

　愛媛県今治市菊間町は、独特の
いぶし銀の美しさで、７５０年の歴
史を持つ「菊間瓦」で有名で県北西
部に位置します。
　株式会社小松商店は、昭和１８年
の初代創業以来、４代目となり、先
代から観光船業を営んでいます。
　現在では、観光船のニーズも少
なくなってはいますが、近隣の石油
コンビナートや石油備蓄基地での
タンカー着岸時等の警戒船と作業
船の業務委託を受けるなど、１３隻
の船舶を駆使し、船舶の安全確保
に努めています。

　付近の海域は、冬になると西から
の風も強く、来島海峡の影響から
も荒れた海象となりますが、海上の
安全を守り、所長以下９名と商店従
業員で一丸となって、地域の水難
事故防止に取り組んでまいります。

ふ  しま  とよ

かず

あき

かじふみ
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対馬海上保安部長からの表彰

救助船　第3寿丸

被救助者が乗船していたプレジャーボート

巡視船に揚収される患者

座礁した延縄漁船

救助作業中

　救助員が乗船した救助船第３寿丸は、平成２５年７月２
８日午前１１時２０分頃、対馬市美津島町所在の郷崎灯台
から真方位２６５度、１０．２海里において、揚網中、自船船
尾方向約３００メートル付近に声をあげ手を振っている
漂流者を発見、自船右舷側を漂流者に接近させたが、該
人は衰弱が激しく、自力で船上に揚がることは出来な
かったことから、救助員が被救助者を保持し、救助船内に
揚収、救助を完了した。
　なお、漂流者は、平成２５年７月２７日午前６時頃、長崎
県対馬市所在、豆酘埼灯台から真方位２６５度約６０海里
にて、第1テヤン号(９６．６トン・大型底引き網漁船・韓国
籍)の韓国人乗組員（男性）で同漁船から転落し、救助さ
れるまで約２９時間漂流していたものである。

海難救助活動報告
平成25年下半期に発生した、
主な海難救助活動の事例を報告します。

韓国漁船から海中転落、
約２９時間後に救助
（特）長崎県水難救済会
豊玉町救難所 豊玉水崎支所

1

　被救助者は、平成２５年６月２２日午前９時頃、長崎県
西彼杵郡長与町所在長与港を自己所有のプレジャー
ボートに乗組み、釣りをするため西海市大立島周辺の漁
場向け出港した。翌２３日午前７時頃、西海市大立島の北
西約１．５キロの海上にて錨泊し、釣り中、突然胸部に激
痛を感じたことから、１１８番通報した。その後、佐世保海
上保安部から西海大崎救難所へ救助出動要請があり、
救助船第三海生丸に救助員２名が乗組み現場に向かっ
た。同日午前８時１２分頃、当該プレジャーボートを発見、
直ちに該船に救助船を横付け後、救助員１名が、該船に
乗り込み、船内で仰向けに倒れた状態で、両手で左胸を
押さえている船長を発見、声掛けをしたところ、当人が頷
いたので意識があるのを確認した。その後、救助員が該
船を操船して、佐世保海上保安部から指示された崎戸港
向け回航を開始した。航走開始後、船長が船体の動揺に
より苦しそうだったことから、動揺に配慮しつつ、ゆっくり
と該船を航走させるとともに、国立長崎医療センターか
らの指示により衣類を緩めるとともに声掛けを行いつつ
容態を見守り、午前８時４６分、巡視船と会合、被救助者
を巡視船に引継ぎ、救助を完了した。

船内で倒れていた病人を救助
（特）長崎県水難救済会　西海大崎救難所

2

　平成２５年５月２１日午前３時１０分頃、延縄漁に
出漁した漁船亀丸の船長から僚船の船長（救難
所・救助員）に「出港直後、漁港付近の鵜原島に座
礁した」との一報が入った。連絡を受けた所長の命
により所員に出動が指示された。午前３時２０分頃
から所員が到着したが、濃霧のため座礁現場に近
づけず、携帯で乗組員の状況を確認した。午前４時
３０分頃、夜明けとともに霧が晴れて該船を肉眼で
確認できるようになったため、所長に指示により該
船に向い乗組員の確認を行ったところ、全員に怪
我等なく船から座礁した島に乗り移れることが判
明したため、島に移乗、全員の安全が確認された。
船体の救出については、海保と協議し、満潮を待っ
て離礁させることとし、当日の午後から作業を行い
午後３時に終了した。

座礁した延縄漁船から
乗組員救助
千葉県水難救済会　新勝浦市救難所

3

燃料切れのプレジャーボートを
救助
（公社）北海道海難防止・水難救済センター
斜里救難所

4

　平成２５年７月１０日午後1時頃、網走海上保安署から
ウトロ漁協を通じて、「斜里町ウトロ地先幌別川河口約
２００メートル沖合にてプレジャーボートが燃料切れによ
り漂流中、救助願う」との通報が救難所にあった。直ちに、
漁協所属の救助船により現場向け出動、午後１時４０分
頃、該船と会合、救助船により曳航し、午後２時１０分ウト
ロ港に入港、作業を終了した。

転覆したプレジャーボートの
船底上にいた釣人２名を救助
（特）秋田県水難救済会　畠救難所

5

　平成２５年６月３０日午前７時５０分頃、男鹿市入道崎
灯台の北でプレジャーボートが横波を受けて転覆、乗っ
ていた釣人２名が海中に投げ出された。午前８時１５分
頃、転落者から海保に携帯電話により救助を求める連絡
が入り、午前８時４０分頃、秋田海上保安部から畠救難所
に救助要請があった。
　午前８時４５分頃、同救難所から５隻の救助船により転
覆現場である入道崎の先端に向ったが、発見できず、転
落者からの携帯が通じている状況にあったため、約１時
間後の午前９時５０分頃、転覆したプレジャーボートの船
底上にいた２名を発見、無事救助した。
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